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※広報や商工会に関する問合せ、ご意見等をお寄せください。

◆お問合せ・お申込先  糸島市商工会  TEL 322-3535  FAX 322-1113  E-mail itoshima@shokokai.ne.jpまで

1  itoshima

令和元年5月30日（木）、第7回通常総代会を糸島市商工会館において開催しました。総代数144名中
114名（委任状含む）に出席頂き、議長には芥屋地区 柴田正博氏が就任し、6議案すべてが承認されました。
青年部長の改選による岡﨑隆行理事辞任に伴い、新たに新青年部長の木下勇二氏が理事に選任さ
れ、新しいメンバーで2019年度をスタートしました。
来賓の方々には、ご多忙にも関わらず多数のご臨席を頂きましたことを心より感謝申し上げます。

【１】2019年度　重点計画
１．事業者満足度の向上について
　　・巡回訪問と伴走型支援によるフォローアップを増強します
　　・ホームページ登録者数750件を目指します
２．地域貢献活動の推進について
　　・市役所や他団体等とタイアップして地域貢献を推進します
３．組織力の向上について
　　・会員の加入増加と任意脱退減を図り
　　　会員数1,500を目指します
４．財政力の向上について
　　・共済加入を促進し250口の純増を目指します
　　・手数料の改善について検討します
５．職員力の向上について
　　・外部研修に積極的に参加しスキルアップに努めます

【２】二丈支所建物処分の件
　平成29年9月末で支所機能を廃止しましたが、施設維持費の負担を考え、建物を処分することを決
定しました。
　まずは譲渡による処分を優先しますが、譲渡先がない場合は解体処分することとなります。

2019年度　糸島市商工会　第7回通常総代会

少子高齢化のもと、働き方改革や消費税増税など小規模事業者の経営環
境は大きく変化しています。その中で、商工会は地域の総合経済団体として巡
回訪問や事業計画策定、販路開拓支援等を通じた伴走型支援を強化するとと
もに、商工会の支援機能の拡充と組織強化を図るために平成30年度「ふくお
か商工会」行動計画県下統一事業を実施いたしました。
糸島市商工会は福岡県下52商工会の中でその頑張りが認められ、福岡県
商工会連合会より表彰され、最優秀賞を受賞いたしました。今後も、引き続き
積極的に伴走型支援に取り組んでまいります。

最優秀賞を受賞しました！
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2019年3月～5月において理事会が開催され、
加入承認となりました事業所を紹介します。

地区名 事業所名 代表者 住　　所 電話番号

波多江

波多江

怡土

怡土

怡土

浦志

浦志

浦志

雷山

雷山

加布里

加布里

加布里

南本町

南本町

南本町

東町

北部

北部

可也

可也

岐志新町

小富士

小富士

092-321-2386

070-5814-1728

090-7293-1134

092-323-3451

092-323-8700

090-1345-2825

070-4022-7985

092-332-1231

092-866-4795

092-324-6616

092-332-7686

092-323-0292

0952-23-0311

092-332-2955

092-329-1117

092-334-1741

092-323-8664

092-338-8032

092-324-3520

080-8363-4233

092-327-4334

092-338-8189

092-328-0003

092-331-4588

糸島市波多江駅北3-8-8-102

糸島市波多江224-3

糸島市井原765-2

糸島市曽根658-4

糸島市高祖747-1

糸島市伊都の杜2-2-3

糸島市浦志1-8-8-1-Ｃ号

糸島市前原東1-6-3-1階

糸島市有田898-1

糸島市篠原東2-11-17

糸島市神在1354-64

糸島市神在1398-15

佐賀市大財1-1-17-305号

糸島市前原中央2-3-48-1F

糸島市前原中央1-1-24-2F

糸島市前原中央2-1-21

糸島市前原中央3-18-18

糸島市前原西1-7-20-1F

糸島市泊1666-13

糸島市志摩師吉817-8

糸島市志摩師吉527-5

糸島市志摩御床293

糸島市志摩久家1967-2

糸島市志摩久家1409-3

株式会社ユアシス

ハッピーカーズ福岡糸島店

糸島食品

株式会社ファミリー電設

株式会社フロンティア・アドバンス

OUR　TIME

eyelash salon rinoa（ｱｲﾗｯｼｭｻﾛﾝﾘﾉｱ）

株式会社 九州住建

株式会社 井手解体実業　糸島事業所

伊都桃山窯

居酒屋しょう吉

株式会社ウィーライズ

美rai

ニュー　エンジェルハート

HOT PLACE

むらかわ整骨院

ディレッタ

ビッグピンク　ふくおか

真島組

Kawachiya

フォームアンドフォーラム

はれるや

STUDIO 2G

TAKUホームサービス

吉武 史訓

長尾 一昌

松﨑 義孝

松﨑 徹

石橋 強

馬 岩

入江 未菜子

笠 俊治

井手 隆彦

赤間 厚子

松吉 浩紀

衛藤 公一

井上 美香

田中 勉

林 晋一朗

村川 泰寛

中村 真紀彦

清田 大士朗

真﨑 文也

清水 友仁

糸 峰世

桑野 幹広

高須 愛子

大口 拓也

新会員紹介
ー小売業ー　ドレッシング製造販売、WEBデザイン

ーサービス業ー　自動車買取

ー卸売業ー　食品加工、食品卸売

ー建設業ー　電気工事業

ーサービス業ー　障がい者就労支援、農産物直売所

ー建設業ー　建設業、日中間投資・貿易業

ーサービス業ー　まつ毛エクステ

ー建設業ー　建築、内装、外壁塗装、リフォーム、電気工事、不動産他

ー建設業ー　総合解体工事業

ー小売業ー　陶磁器、布、小物製作販売

ー飲食・宿泊業ー　居酒屋

ー建設業ー　空調設備工事

ー飲食・宿泊業ー　スナック

ー飲食・宿泊業ー　キャバレー

ーサービス業ー　整体、リラクゼーション

ーサービス業ー　整骨院

ー飲食・宿泊業ー　イタリアンレストラン

ー小売業ー　ユニフォーム・プリントオーダー

ー建設業ー　足場工事、解体足場工事、ゴンドラ工事

ー飲食・宿泊業ー　イタリアンレストラン（コースのみ要予約）

ーサービス業ー　建築模型製作

ー飲食・宿泊業ー　日本料理

ー製造業ー　陶磁器、布（キッチンウエア）、ガラス製品

ー建設業ー　電気工事
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地区名 事業所名 代表者 住　　所 電話番号

二丈

二丈

二丈

二丈

二丈

二丈

賛助会員

賛助会員

賛助会員

賛助会員

賛助会員

賛助会員

賛助会員

092-334-1613

092-332-8320

090-2513-5499

092-325-0544

050-7127-0300

080-5255-4732

092-433-0660

092-400-0606

092-441-7122

092-322-4798

092-834-3333

090-1166-0411

090-7455-1376

糸島市二丈武323-10

糸島市二丈浜窪243-1

糸島市二丈深江818

糸島市二丈松末116-1

糸島市二丈深江1047-1-201

糸島市二丈鹿家762-7

福岡市博多区博多駅東2-10-1 S館4F

福岡市早良区南庄1-7-5-302

福岡市博多区博多駅前3-2-1-10階

糸島市波多江駅北1-8-20

福岡市西区今宿駅前1-4-4-101

福岡市城南区南片江5-6-6

福岡市南区鶴田3-1-1

APPRECI（ｱﾌﾟﾘｰｼ）

合同会社シナプスOne

かもめサービス

株式会社　百笑屋

キミノフク。

KoKo（ｺｺ）

株式会社コスモス薬品

株式会社ヒューマネット

公文教育研究会（公文　可也教室）

波多江郵便局

福岡伊都法律事務所

まるいち

三宅 System Engineering

上川 保志

片桐 美佐子

田嶋 茂雄

松﨑 治久

小見渕 圭介

藤家 藍奈

横山 英昭

真鍋 誠一

明田 源太郎

新谷 裕次郎

室屋 敏弘

菊地 一

三宅 邦幹

ー建設業ー　内装工事（病院・工場）

ー飲食・宿泊業ー　喫茶店

ーサービス業ー　なんでも屋、菓子製造、フリースクール

ー小売業ー　納豆、大豆、餅

ー小売業ー　ペット衣類の製造・販売

ー飲食・宿泊業ー　カフェ、クラフト、不動産

ー小売業ー　ドラッグストア

ーサービス業ー　コンピュータ保守サービス、IoT関連事業

ーサービス業ー　学習塾（公文式教材を使った学習指導）

ーサービス業ー　郵便、貯金、保険事業

ーサービス業ー　弁護士

ー小売業ー　からあげ移動販売

ーサービス業ー　電子部品修理業

※新会員の事業所数が多数のため、地図の掲載は省略いたします。ご了承ください。

第12回理事会報告 ◆開催日時  平成31年3月20日（水）　17時
◆開催場所  糸島市商工会　大会議室

【主な議案・報告】

平成30年度

第１回理事会報告 ◆開催日時  平成31年４月23日（火）　17時
◆開催場所  糸島市商工会　大会議室

【主な議案・報告】

会員加入・脱退等の承認の件
加入12件、脱退9件、変更9件全て承
認。

商工会のHPの件
地域活性化委員会は、商工会会員紹
介サイト「イトスキ」の登録推進と内
容の充実を図るため全会員に向けた
アンケートを実施する旨を述べた。

2019年度
第7回総代会開催の件
総代会開催通知、委任状、総代会資
料について可否を図ったところ、全
員異議なく承認。

二丈支所建物処分の件
2019年度第7回総代会にて二丈支
所建物処分について議案を提案す
ることの可否を諮ったところ、全員
異議なく承認。

糸島市商工会チャリティ事業の件
チャリティ事業実行委員会は、3月
19日（火）に第１回チャリティゴルフ
コンペを開催し、159名の参加者で
あったことなどを報告した。

後援申請の件
「いとしま博覧会」と「itoshima 
Negi フェス2019」の2件の後援依
頼について、会長決裁にて後援を
行ったことを報告した。

2019年度

第２回理事会報告 ◆開催日時  令和元年５月21日（火）　17時
◆開催場所  糸島市商工会　大会議室

【主な議案・報告】

会員加入・脱退等の承認の件
加入6件、脱退6件、変更9件全て承
認。

ブロック塀調査の件
工業委員会は、㈱建秀ブロックの宗
社長の説明を受けながら調査を実
施した。2回目の調査を6月に計画し
ている旨を述べた。

いとしま博覧会の件
青年部は、GWに開催のいとしま博
覧会にて収益事業を実施。また、イ
ルミネーションを行ったことを報告
した。

2019年度
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青年部・女性部　第7回通常総会が開催されました青年部・女性部　第7回通常総会が開催されました

青年部

木下新部長あいさつ

総会のようす

総会のようす

平成31年4月12日（金）糸島市商工会大会
議室において2019年度第7回青年部通常総
会が開催されました。提出された議案は全て
承認され、任期満了に伴う新役員と部長には
木下勇二さんが選出されました。

■2019年度　青年部役員

■2019年度　女性部役員

役　職 地　区
部　長
副部長
副部長
副部長
総務委員長
総務副委員長
情報委員長
情報副委員長
部員活性委員長
部員活性副委員長
研修委員長
研修副委員長
地域活性委員長
地域活性副委員長
二丈支部長
前原支部長
雷山支部長
怡土支部長
北部支部長
波多江支部長
志摩支部長

加布里・長糸支部長
浦志・老松町支部長

監査委員

地区青連理事

前　原
怡　土
志　摩
雷　山

加布里・長糸
浦志・老松町
浦志・老松町
加布里・長糸
怡　土
雷　山
志　摩
北　部
前　原
二　丈
二　丈
前　原
雷　山
怡　土
北　部
波多江
志　摩

加布里・長糸
浦志・老松町
雷　山
北　部
志　摩

氏　名 事　業　所　名

役　職

常
　
任
　
委
　
員

部　長

副部長

副部長

監査委員

総務会計委員長

総務会計副委員長

総務会計委員

総務会計委員

企画研修委員長

企画研修副委員長

企画研修委員

企画研修委員

企画研修委員

地域活動委員長

地域活動副委員長

地域活動委員

地域活動委員

広報委員長

広報副委員長

広報委員

広報委員

地　区

芥屋・桜野

浦志

芥屋・桜野

怡土

加布里

芥屋

東町

南本町

西町

二丈

雷山

北本町

長糸

岐志新町・小富士

可也

北部

浦志

波多江

上町

老松町

二丈

浦志

坂本　朱美

小島　和子

中村　啓子

家宇治　元子

柴田　スマ子

吉村　秀子

白水　美月

村島　恵美子

間　富貴子

那須　愛子

浦　嘉世

長田　篤子

楢﨑　美恵子

岸原　さなえ

浜地　由紀子

重冨　理恵

山本　香代子

平田　登紀子

杉山　裕美

馬場　純子

宮﨑　勢津子

田中　優子

坂本産業　不動産部

㈲プティール倶楽部伊都国

中村園芸

家宇治木材店

㈱味楽寿司

㈲磯の屋

光文堂楽器

村島蒲鉾店

天橋天

㈱那須商店

㈲浦ガス

(名)長田屋

楢﨑自動車整備工場

㈱きしはら

浜地建設

新生モータース

設備設計SEC

㈱ひらた

まんまる食堂

ふくおか縁結び倶楽部

㈲喜八荘

田中農機商会

氏　名 事業所名

木下　勇二
林　茂雄
中下　慎一郎
徳永　武使
稗田　真一郎
田中　伴明
園田　洋久
藤瀬　広崇
久保田　浩
村上　浩太
仲原　寛貴
中園　信一郎
小林　洋成
堀田　脩一郎
山崎　伍晃
岡本　絵里香
太田　博之
松山　将大
牧園　大輔
冨岡　司
西川　剛充
松本　淳一
岩佐　大輔
岡﨑　隆行
冨岡　大将
山本　義人

糸島ラーメンゆうゆう
㈲林設備工業
海扇寿し
蔵持工業

㈲カノオ醤油味噌醸造元
㈱西部保険．
前原相互印刷㈱
野呂高原園芸場
㈱H&T Paint
村上重工整備
仲原商店

㈲糸島手造りハム
㈾小林文機
㈲ハイハート

山宗スプレー工装
Victoria
太田工業
㈱夢工防
花のマキゾノ
㈱冨岡ガラス店
寿司割烹にし川

㈱福岡フードサプライ
㈱雅住建　糸島支店

㈱トータルサポートオーク
㈲冨岡木材店
初音旅館

女性部

坂本部長あいさつ

平成31年4月19日（金）、糸島市商工会大会
議室において、第7回女性部通常総会が開催さ
れました。年間活動方針について意見交換が
行われ、3議案すべて可決されました。今年度
は任期満了に伴い新役員となり、部長には坂
本部長が前期に引き続き選任され、2期目の
就任となりました。



平成31年4月23日（火）、工業委員会では糸島市と協
力し、商工会館から前原小学校までの通学路沿いのブ
ロック塀の安全チェック点検を行いました。
工業委員会メンバーを中心に建設関連事業者が参加

し、ブロック塀の専門家でもある宗隆文･建秀ブロック社
長の指導を受けながら、安全性のチェックスキル、金属探
知機を使った鉄筋の有無や密度チェック、のり面の崩壊
を防ぐ擁壁や石垣の危険度などを学びました。
工業委員会では今後も、市内の通学路の危険ブロック
箇所の点検を行います。（次回調査日：6月18日（火））ま
た、糸島市と情報共有を行い、糸島市からブロック所有
者に、専門家のブロック塀診断を受けるよう促していく
ことになっています。

5  itoshima

◆お問合せ・お申込先  糸島市商工会  TEL 322-3535  FAX 322-1113  E-mail itoshima@shokokai.ne.jpまで

ブロック塀の危険性・安全チェックの
ボランティア調査を行いました

工業委員会報告

糸島市商工会では、会員事業所様をインターネット上でご紹介する目的で、「糸島市商工会会員紹介
Webサイト“ITOSUKI”」を開設しています。ホームページをお持ちでない方は特にご活用ください。

①糸島市商工会Ｗｅｂサイト（http://ishokokai.net/）にＰＣまたはスマートフォンでアクセス。
②会員用⇒「【無料版】事業所紹介ページ作成」または「【有料版】事業所紹介ページ作成」をクリック。
③入力フォームの項目に沿ってご入力。
　※（必須）の項目は必ずご入力ください。
④掲載したい写真データを選択して
アップロード（無料版１枚、有料版７枚
まで）。
⑤ご入力が完了したら、「私はロボット
ではありません」を　 。
　※画像を使った簡単な質問がある場合が
　あります。

⑹ 「内容を送信する」をクリック

＜その１＞同封の「会員様向け調査シート」にご記入いただいて商工会へFAXください。
 　　写真データはメール等でお送りいただくか、現像写真を窓口へお持ちください。

＜その２＞糸島市商工会Webサイトにて下記の要領で情報をご入力・送信ください。

事業所情報をHPに掲載しましょう！

もし写真を増やしたい方には最大7枚まで掲載できる
有料版（初期費用のみ3,000円）があります。

費用は無料
更新手数料も一切かかりません
《お申し込み方法》

宗隆文･建秀ブロック社長（左から4番目）から　
ブロック塀検査のポイントを学ぶ工業委員会メンバーら▶

▲ブロック塀の専門家でもある宗隆文社長
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☆持続化補助金ってなに？？

～平成30年度第2次補正予算事業～
「小規模事業者持続化補助金」が公募されました!!

・申請者が所在する地域の商工会で書類を確認する必要があります。
  そのため、締切日までに十分な余裕を持って、お早めに提出お願いします。
☆詳細は、必ず公募要領でご確認ください。→福岡県商工会連合会ホームページに掲載。

http://www2.shokokai.ne.jp/koubo.html

　　　　　二次締め切り　２０１９年７月３１日（水）※当日消印有効
・公募締切：一次締め切り　２０１９年６月２８日（金）※当日消印有効

例えば

☆手続きのスケジュール（提出先：糸島市商工会）

＊小規模事業者とは・・・「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として
 営む商工業者（会社および個人事業主）」

◇卸売業、小売業、サービス業・・・・・常時使用する従業員の数　５人以下
◇宿泊業、娯楽業、製造業その他・・・常時使用する従業員の数　２０人以下

☆新規顧客獲得、集客力向上のため、こんなことに使えます!!

販路開拓をお考えの小規模事業者の皆様へ!! 

▶商工会の助言を受けて、集客や販促の経営計画を作成し、経営計画を採択されるとその
計画に沿って販路開拓に取り組む費用の２／３が補助されます。【補助上限５０万円】

▶例えば、自己資金２５万円＋補助金５０万円で、最大７５万円を活用できます。

・①市町村の創業支援等事業の支援を受けた事業者、②市町村の推薦を受けて地域再生計画等
に沿う買い物弱者対策等の事業を行う事業者は100万円が上限になります。
・複数の事業者が共同して申請することもできます。複数の事業者が連携する場合には、上限は
100万円～500万円です。＊連携小規模事業者数によります。 

◆広告宣伝・・・新たな顧客層の取込を狙い、チラシを作成・配布
  店舗の認知度向上を目的とした看板の設置
◆店舗改装・・・幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化 
◆商談会・展示会への出展・・・新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展
◆新商品の開発・・・３Dプリンターを導入し、新商品の開発
  　　原材料を購入して新製品・商品の試作開発 
◆ITを活用した広報や業務効率化・・・ＨＰの開設やネット販売システムの構築

☆補助対象となる小規模事業者とは？？ 

★商工会では申請書の作成支援を行っています。お気軽にお尋ねください。★
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すべての事業者に関係がある！



顧問税理士による
無料税務相談を
ぜひご利用ください！
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日々の記帳の疑問や確定申告、消費税等
の税に関する相談なら何でも構いません。
1回のご相談につき、30分～1時間程度
です。予約制になりますので、事前にお電
話にてお申込みください。詳細は、同封の
チラシをご覧ください。

糸島市商工会では、会員の皆さまへの
経営力向上支援を目的に実態調査を行い
ます。
詳細につきましては、折り込んでおり
ます調査票をご覧ください。
ご協力、宜しくお願い致します。

経営支援員　乾野 正浩
4月１日より飯塚市商工会から異動してまいりました。商工会
職員になって３年目となりますが、今年は会員の皆様のため
に何ができるかを今一度考える時期だと考えております。まず
は、一日でも早く糸島市商工会での仕事に慣れて、戦力とな
れるよう頑張りますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いい
たします。
趣味は、酒・映画・ゴルフ・娘にちょっかいを出すことです。

経営支援員　江島　弘四郎
みなさま初めまして。この度糸島市商工会で勤務させて頂くことになりました。まだま

だ不慣れなことも多くご迷惑をお掛けすると思いますが、1日でも早くみなさまのお役に
立てるよう努めてまいります。ご指導の程どうかよろしくお願い致します。

新任職員
紹介

源泉所得税中間納付の期限は７月１０日（水）です！
給与支払事務所になっている事業所で、

事務代行を希望される方は
下記書類を商工会窓口までご持参ください。

提出書類の締切は６月２6日（水）まで
締切日を過ぎる場合はご連絡ください。

源泉所得税中間納付のお知らせ

１～６月までに支払った給与金額が分かるもの
（例）給与明細、給与台帳　等

糸島市商工会会員様
活動調査に
ご協力ください

えしま 　 　 こうしろう

けんの　まさひろ




